(サンケイマップ）

第5８回

という方へ

ＧＯＡＬ

頭の体操クイズ

答えは２ページをご覧ください。

ＳＴＡＲＴからＧＯＡＬまで出来るだ
け早くたどり着きましょう。

迷路

問題

毎 月 掲 載 さ せ て 頂 い て い る 頭 の 体 操 ク イ ズ で す が、お
か げ さ ま で 好 評 を い た だ い て い ま す。今 後 も 掲 載 し ま す
の で、頭 の 体 操 と 思 い な が ら 気 軽 に 挑 戦 し て み て く だ さ
い。ちょっとした脳の刺激になりますから。
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ＳＴＡＲＴ

「もの忘れは気にならない！」

(1)令和4年（2022）年11月24日

これは便利！
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皆様に購読料のキャッシュレス化を
お願いしています。
自動口座引落

産経新聞の

販売所で承って
おります。

お店へ伝言

が手軽にできます。
メッセージは

24 時間
受付可

クレジット
カード決済
産経新聞

18 時以降に受け
たメッセージの
返信対応は翌日
になります。

使い方の例

新聞をご購読しているお店に、手軽に伝言が送れます。 カメラ機能を立ち上げ、右の
ＱＲコードを写して下さい。

●旅行に行くので〇日から〇日間、新聞を止めて欲しい。 その後は画面に表示される
●今月は〇日の〇時頃、集金に来て欲しい。
手順通りに進むと簡単に登
●急に入院することになり、しばらく新聞を止めて欲しい。 録が出来ます。
●引越しすることになり、配達先を変更したい。
●毎月のカレンダーはいつ頃届きますか？
●古紙袋を届けていただけますか？
●おうちでふくのわキットを届けて欲しいです。
●まごころ直送便のお米やその他の注文、など。

少な過ぎない
７６０ｇ

12 月中旬
以降に
配送予定

12 月 10 日
前後に
配送予定

売り切れ次第終了
東福岡米穀協同組合 丸もち

７６０g（380ｇ入り×２セット）
税込
価格

1,400円

化粧箱入り 1.5 ㎏

産経新聞サポートセンター

登録はＱＲコードから！

最高級品種新潟産
こがねもち米100％使用

500g 入り 1 袋 ×３袋

保存料、添加物は一切使用
していません。

多過ぎず

０１２０－９５４－６２２

お餅は元来、丸餅だったそう
です。
江戸時代、人口増加に伴い大
量のお餅を作らなくてはならな
くなりました。
「お餅は一つ一つ丸めるより
は、平らに伸ばして切った方
が早く作れるのでは。」そんな
発想から、
切り餅が生まれたとか。
西の丸餅、東の角餅(切り餅)
、
双方毎年「おいしいと評判」の

やわらかく、
すごく伸び～るお持ちです。

九州の広大な肥沃地帯の「ヒ
ヨクモチ米」は、新鮮で美味
しく、毎年大好評！昔懐かし
い伝統の味をお届けします。

産経新聞サポートセンター

登録はＱＲコードから。 お餅を取り揃えました。

産経新聞サポートセンター
LINE 公式アカウント友達登録募集中！ 登録は簡単！
お手持ちのスマートフォンの

参考資料：農林水産省ホームページより

クレジット

パソコン・スマートフォンからお申込みが可能です。
▶ お 問 合 せ ◀ 受付時間：月〜土10時〜15時
日･祝･新聞休刊日は休み

産経新聞販売所の
新しいサービスです。

西は丸餅 東は角餅

新聞をお届けしている

化粧箱入り 2.5 ㎏ 500g 入り 1 袋 ×５袋

お申込みは
11 月末まで

切り餅（10個500ｇ×５袋）
2.5 ㎏ 税込

価格

3,900円

切り餅（10個500ｇ×３袋）
1.5 ㎏ 税込

価格

2,400円

大好評”まごころ直送便”ご注文方法は３ページをご覧下さい。

第六十三回

①②③の組合せは自由

人生百年時代を応援

大好評”まごころ直送便”ご注文方法は３ページをご覧下さい。

相談室
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ハッピー
シニアライフ
【第 回】消費者物価指数
月の東京 区は 年ぶりの高水準

北海道札幌で創業
昭和 年以来、
伝統の味を守り続ける
「すみれ」の味わい

1,100円

221103

1,100円

1,100円

220903

税込
価格

生産者の長太均さん

物価高が続き生活費が厳
しくなる中、古谷さんの
ご厚意により、当面の間、
値下げ販売いたします。

生産者の古谷さん

2,000円

221104 価格

税込
価格

商品番号

商品番号

税込
価格

220902

税込

商品番号

そぼろ味噌味 50g

210402

生産者の小林さん

①昆布ふりかけ「ねこぶまんま」50g
②そぼろ味噌味 50g
③ふりかけ「磯の香むすび」40ｇ

1 袋
50g

200201 価格

2,900円

5㎏

2,000円

北海道産

商品番号 税込

商品番号

税込
価格

税込価格

３点合計
3,300 円の品を

商品番号

39

粘りの強い
「ねこ足昆布」を
％以上使用

70

3,500円

ゆめぴりか・北輝雪（5キロ）

新潟県産・名物コシヒカリ５㎏

商品番号 191002

小林園芸さんから直接仕入れた

３点いずれかまとめ買い価格

ラーメン屋さん ( 札幌すみれ )
の味噌を使ったソフトふりかけ

昆布ふりかけ「ねこぶまんま」50g

精米

ごはんがススム！
ふりかけ３点セット

ごはんがススム！おいしいふりかけ♪

北海道新十津川町産

「おいしい！」と評判のお米

ています。

お米は鮮度を損なわないよう
真空状態で梱包されています。

商品番号 191004 30㎏

11,500円

税込価格

触感はもっちりとしています。

1,800円 「一口食べれば癖になる」人が続出し

税込価格

5㎏

「コシヒカリ」です。

商品番号 191001

濃厚なうま味と優しい甘味が特徴の

11,250円

税込価格

首都圏各地で「おいしい！」
と評判のお米をお届けします。
玄米

風味が際立つ秘密は「土」にあります。

商品番号 191003 30㎏

名物「新潟のコシヒカリ」 ピ ン ネ シ リ の 自 然 が 育 ん だ
「純度100％」いばらきのコシヒカリ
「おいしい！」と評判のお米

北海道産の帆立貝、昆布、わかめ、
秋鮭入こだわりの味・無添加

北海道東部産ねこ足昆布使用
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トラベルライター
河越理恵の旅行手記

東京カテドラル聖マリア大聖堂
文京区関口 3-16-15
■交通

今回はいつもとちょっと
家庭で消費するモノやサービスの値動きをみ
違ったアプローチなのです る９月の消費者物価指数は、天候による変動が
が、東京都文京区にある東 大きい生鮮食品を除いた指数が、去年の同じ月
京カテドラル聖マリア大聖 と比べて３％上昇しました。 また、全国の指
堂をご紹介します。上空か 数に先立って公表されるため、先行指数として
ら見ると十字架になってい 注目されている東京 区の 月の消費者物価指
る不思議な形をした大聖堂 数は、去年の同じ月と比べて３.４％上昇し、
は、世界的にも有名な建築 消費税率引き上げの影響を除くと昭和 年６月
家丹下健三氏の設計で、一 以来、 年４か月ぶりの高い水準になります。
九六四年にドイツの信者さ 食品の家計負担「年７万円増」に
んたちにより寄進されたました。
先月はビールやマヨネーズ、コーヒーなど、
外観からは、ここが大聖堂だとはちょっとわか 約６,７００品目の幅広い食品の価格が引き上
りにくいのですが、中に入ると圧倒されます。圧 げられ、今年の値上げの約３分の１が集中し、
倒されると同時にやってくる深く厳かな場のエネ 『値上げラッシュ』になりました。さらに今月も
ルギーは、音を立てずに移動し椅子に座った後、 値上げが相次ぎ、約８３０品目と前月に比べて
ゆっくりゆっくり言葉にできない深い癒しを体験 少なくはなっているものの、調味料や牛乳・乳
させてくれます。伺ったのは午後だったのですが、 製品、加工食品(ジャム類・離乳食、介護食な
【差し込む光も全てこの設計に組み込まれている】 ど)など、身近な商品の値上げが相次ぎ、家計
そんな当たり前のことが、全くの素人の私にもす の負担感は大きくなっています。さらに来月に
は約１４０品目、また来年に値上げを予定して
ぐに理解できました。
私が過ごした数時間だけでなく、朝の光や月の いる食品や飲料は２,０００品目を超えており、
光、日本の四季などそれそれの景色には、簡単に 今後も増えるとみられています。この一年間の
値上げにより、食品の家計負担は年６万８,７
は言葉にできない祈りの場が持つ荘厳かつ神聖な
６０円も増える試算になります。また、燃料価
力が存在します。現在はコロナ禍でパイプオルガ
格の上昇を要因とした電気料金の値上げなど家
ンの演奏などは中止されているようですが、信者
計全体の負担が増しているのが現状です。
さんだけでなく、誰でも中に入ることができます
家
計管理と資産寿命を延ばすことの重要性
ので、ご興味のある方は是非。ただ、大勢で押し
物価上昇に伴い、現役世代だけでなく、本稿
かけてワイワイ観光する場所でないのでそこだけ でも取り上げている社会保障関連(健康保険や
ご注意ください。この神秘的な独特な雰囲気は、 介護保険料など)の負担増など年金生活になった
たった数時間の滞在でも、私たちの日常を完全に 高年齢世代にも今後ますます「家計管理」の重
リセットさせてくれるだけでなく、身も心も引き 要性が増してきています。本稿をご覧の皆さま
締まる感覚もあるので、私自身も今後は時間を見 は普段、折込チラシの活用など「家計管理」を
つけて訪れたいお気に入りの場所の一つになりま 含め情報に敏感な方々が多い様に感じています。
した。売店でとても素敵な日めくりカレンダーを また、「資産寿命」を延ばす重要性を認識しつ
見つけたので一つ購入してきました。
つも、「お金」の相談は誰にでも出来るもので
文・河越理恵 はありません。
産経ＭＡＰでは、客観的な視点で一人一人、
各ご家庭に合ったアドバイスもしており、大変
好評をいただいています。個別に限らず、ご心
配な方はお仲間をお誘いいただき、お問い合わ
せいただけますと幸いです。

GOAL

北輝雪(きたのきせつ)は、
特栽基準をクリアした減農薬米です。
品種はゆめぴりか『北輝雪』は、
長太農場の商品名です。

茨城県
旧谷和原村産

40

１面の答え
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10

57

執筆 ファイナンシャルプランナー
兒 島 靖 浩(こじま やすひろ)

START

北海道・石狩川の清流と
土壌の肥沃な中ノ口川流域
にある田んぼで丁寧に育て上げた
利根川の清流と筑波山の自然が育んだ

10
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頭の体操 クイズ

本年秋収穫米
助かる！便利♪と大好評
産経ＭＡＰ「お米の宅配」

送料無料でご自宅まで配達

第274号 東東京版
（２）
(サンケイマップ）

令和4年（2022）年11月24日

・東京メトロ江戸川橋駅
（出口１a）から徒歩約 15 分
JR 山手線新宿駅より
都営バス白 61 系統練馬車庫前行
「ホテル椿山荘東京前」下車 1 分

茨城県南部つくばみらい市（旧谷和原村）
「ファーム・フルヤ」産
味・ねばり・香りに優れた純度１００％のコシヒカリ

新潟平野の大地の恵みと、こだわり農家の心意気
が育て上げた、食べる人を健康にするお米です。

東京出張販売歴２５年

（３）令和4年（2022）年11月24日

第274号 東東京版

(サンケイマップ）

送料
料無料で
後後
にに
配配
達達
送
で毎
毎月
月１１００日日前前

VOL.88
VOL.83

お陰様でリピーター多数。安全・安心の健康食品＆サプリメント
だれでも気軽に始められる腸活サプリが出来ました！

利用者の声を
一部紹介します。
※個人の感想です。

一日に一粒と言う手軽さで、
腸の動きを実感してみませんか？

モニターさんの

９５％が

南国

利用継続を希望

※自社調べ 2019 年 10 月 1 日
～ 2020 年 1 月 30 日

モリンガ

・便秘が改善！／ 40 代女性
・トイレの臭いが変わりました。／ 50 代男性
・お肌の調子も良くなってきました。／ 30 代女性
・排便時のつらさから解放された。／ 70 代女性
・価格的にも続けやすいのが嬉しい。／ 80 代男性

腸活

奇跡の植物
天然成分１００％
ビタミン、アミノ酸など
40 種以上の栄養素

パウダー

腸活に興味のあるすべて方へ
腸活
サプリ

原産国 : フィリピン日本国内加工

サバ由来乳酸菌＋米ぬか配合食品

愛腸習慣

モリンガ粉末(350グラム)
商品番号

一 袋 3 0 粒 入 り（ 約 3 0 日 分 ）
商品番号

税込
価格

221102

国産天然 100％
1 包３ｇ
贅沢配合

7112

※1 日の摂取目安量

1,500円

350ｇ

◆糖や血圧が気になる方
◆毎朝すっきりしない方

保存方法 : 直射日光と高温多湿の場所を避けて保存してください。
賞味期限 :350g は約２年間 /80g は 1 年強 /（共に未開封時）

◆おなかまわりが気になる方
◆カルシウム不足を感じる方

イモではなくてごぼうと同
じ、キク科の植物の根の部分。
食物繊維の中でも、特に不足
しがちな「水溶性食物繊維」
（イヌリン）がいっぱいです。
味は甘みがあって、とても食
べやすい植物です。スーパー
フードのひとつとして注目を
集めています。

ほどよく焙煎し、甘みを残して
飲みやすいお茶に仕上がっています。

国産／菊芋茶
1袋3ｇ×18包※1袋目安500ｍｌ
商品番号

税込

190302 価格

1,300円

大容量
200ｇ

ニンニク特有のあの匂いは 青森県黒にんにく協会推奨商品
ほとんどしません。
不揃いお徳用200g
しっとり柔らかい食感でドライフルーツを思
わせる甘酸っぱい味わい。粒が大きいものか
ら小さいものまで入ったお徳用バラ詰めタイ
プです。熟成することでポリフェノールやＳアリルシステインが大幅に増加します。

分かりやすい！簡単に使えた！と大好評♪ ハッキリ聞こえるからテレビが楽しくなる♪

耳もとスピーカー
かんたん設定

シンプル設計

5,200円

税込
価格

いち日「ひとかけら」
の元気の素

ご利用者様の声

菊芋茶

モリンガご利用者様の声
・疲れにくくなりました。
・精力がつきました。
・ぐっすりと眠れるようになりました。
・「お肌年齢が若い」と、びっくりされました。
・加齢臭・体臭が気にならなくなりました。
・血圧が気になるのでこれからも飲み続けます。
・顔のシミが気にならなくなりました。
・膝の痛みがきにならなくなりました。

コードは巻取り式でスッキリ収納

①テレビのヘッドフォン端子
にしっかりと差し込む
②ツマミを回せば電源ＯＮと
音量調節。
「はっきりボイス機能」つき。

①

耳もとスピーカー ASP-205N
●電源は単３電池４本（別売）
●テレビとの接続コードは５ｍ
商品番号 税込

210101 価格

2,000円

税込

1,500円

12月4日(日)以降のご注文は翌月扱い
(1月10日以降)の配達になります。
ご注意ください。

ヘッドホン端子
に差し込むだけ

②

商品番号

200702 価格

ご注文 受付期間
11月24日(木) ～ 12月3日(土)

５ｍまでＯＫ

手軽な価格

青森熟成★黒にんにく

12月10日前後に送料無料･代金引換で
新聞販売所スタッフがお届けします。
▶お申込み方法◀

産経新聞サポートセンター
でんわ ０１２０－９５４－６２２ 通話無料

受付時間：月〜土10時〜15時迄受付（日･祝･新聞休刊日は休み）

お電話が込み合いつながらないケースが時々あります。
おかけ直し又は下記のご活用をお願い申し上げます。

０１２０－９００－５３７ 通信無料
editor@sankeimap.com
ﾒｰﾙ

ご注文の際にご希望の色
をお伝えください。

拡大率 1.6 倍
メガネ型拡大ルーペ

お申込みの際は、下記①～④を必ずご記載下さい。
FAX申込に対する受領の返信は行っていません。
着信がご心配な方は、お電話でご確認下さい。
[ お申込みの際の必要事項 ]
電話ご注文の際は下記項目をお聞きします。
ＦＡＸでご注文の際は、
下記を記載の上、
お申込み下さい。

色：ブラックとワインレッド
付属品：クロス
メガネケース ( ポーチ ) ①商品名又は商品番号
商品番号

税込

170401 価格

かさばる日用品も
まごころ直送便で!
送料無料で配達します。

輸送上の関係で
数に限りがあります。

1,500円

③お名前

ボックスティッシュ
260枚入り ５箱１パック
商品番号

0001

税込
価格

商品番号

税込

0002

価格

④住所

308円

トイレットペーパー
ダブル12ロール

402円

②数量

⑤電話番号
お申し込みでご提供いただいたお客様の個人情報は、お客様の地域を担当する産経新聞販売所並び
に関係先が共同で利用し、商品の配達や集金業務 ( 代金決済業務含む ) 等に使用させていただき
ます。お客様の個人情報はそれぞれが責任をもって管理します。
イラストはイメージです。
パッケージデザインが生産
ロットにより異なる場合が
ありますが、
品質は同一です。

注文受付締切日 (12 月 4 日 ) 以降の
返品についてはお受けできません。
受付期間内で注文を受け切った後に手配を行っています。

令和4年（2022）年11月24日

第274号 東東京版(4)

(サンケイマップ）

送料
料無料で
後後
にに
配配
達達
送
で毎
毎月
月１１００日日前前

VOL.88
VOL.83

大好評“まごころ直送便”
▶ご注文方法は中面 (３ページ ) をご覧ください。

寒さに備えた 切 電 防寒グッズ！
100 円ショップなどで販売
している湯たんぽを使うと、
より温かくご使用いただけ
ます♪

首周りが

もっちり♪ふかふか♪
ゆったりサイズ

40 分～ 1 時間程度
温かさが持続

繰り返し
使用ＯＫ！

寒さで冷えた
足元を温め
リラックス

ヒートショック・寒暖差対策に
内径：約 10.5-12cm
重量：約 160-200ｇ

ネックＨＯＴＬサイズ１個
商品番号

税込

221001 価格

湯たんぽ(別売)が入る！

コンセント不要・軽量持ち運び便利

簡易な背当てや枕代わりにも

2,000円

サイズ：約幅31×奥行35.5×高さ15㎝
材 質：ポリエステル、
ナイロン

ネックＨＯＴＬサイズ２個
商品番号

税込

221002 価格

東京 × 防災
もしも あって良かった！
の時に

商品番号 税込
足をすっぽり包み込む

デスクワークやリビング等で大活躍

底面は凹凸ある滑り止め付

停電の あって良かった！
時に 本当に助かった！

停電時や
真夜中の室内
も安心

乾燥の季節は
特に注意！

日本消防検定協会
型式適合評価承認品

適応する火災の
初期消火に有効です。

火消しスプレー

商品番号

税込

210401 価格

2,500円

お求めやすくなりました。

配線不要・壁掛・据置兼用

ＬＥＤ 屋 内 用
センサーライト

人と明るさを感知して
自動でライトが点灯。

困った あって良かった！
時に 本当に助かった！

ホームページより

高さ 約２２７㎜ 総重量 約６１０g
使用期限：製造から３年間

2,000円

一つひとつの備えが、いざという時に災害から身を守ります。

電気火災は年々増加し、6 年前
と比べ 200 件以上増加してい
ます。東京都消防庁

電気火災適応 小規模普通火災適応

220101 価格

玄関や廊下など夜中でもセンサー
が感知し、明るく照らします。

本当に助かった！

3,800円

足ぽっかクッション

新・災害用トイレセット(10回分)

センサーライト エレガント

外箱のサイズ：約 W135×D50×H180mm

乾電池式 ( 単三電池 ) 重量：約 140g
３本使用（別売） 商品番号

お一人様 ( 約 2 日分 )
商品番号

税込

221101 価格

1,650円

サイズ：約縦 16.7× 横 8.0× 厚さ 5.7cm
税込

211201 価格

1,800円

大好評”まごころ直送便”ご注文方法は３ページをご覧下さい。

